横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ

☎866-2501 C-㉓
神奈川現展早春展
3/7〜13
［休］
無し
［内容］
自由な発想で制作された作品
写真クラブ「どんぐり」第 19 回写真展
3/15〜20［休］無し［内容］写真好きの仲間 18 名の
グループ展
彩玄の会展 ( 水彩、デッサン )
3/15〜20［休］無し［内容］戸塚カルチャーの小林
哲郎教室生徒展
TOMOの会 水彩画展
3/22〜27［休］無し［内容］水彩約 80 点
彩ゆう会・永彩会 水彩画作品展 2017
3/28〜4/3［休］無し［内容］横山貴裕講師指導の風
景・静物・花等の作品約 90 点
横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 B-㉓
私たちのワクワク展
3/2〜5［休］無し［内容］油彩・写真・日本刺繍・マ
クラメ等。約 60 点
第 2 回藍書道の会展
3/3〜5［休］無し［内容］藍書道の会は、新横浜・妙
蓮寺・篠原・三軒茶屋で教室を開いている。子ども
たちの書初め作品等約 100 点を展示 B-㉓
プラセボソワカ
3/3〜11［休］無し［内容］平面から立体まで、さま
ざまなメディウムを扱う作家たちによる、言語や理
性ではくくりきれない混沌や呪力をテーマにした作
品。約 15 点
第 10 回田園写友会写真展
3/6〜12［休］無し［内容］毎月須山実先生の講評・
指導を受けるグループ。約 60 点
Kotonoha 展 2017
3/7〜12［休］無し［内容］川崎市宮前区にある「地
域活動支援センターアトリエ言の葉」の 8 名のアー
ティストによる約 70 点
水陽会グループ展
3/13〜26［休］無し［内容］風景を主体に透明水彩で
彩色したスケッチ約500点（会期途中展示替有り）
第 4 回森村学園中高等部美術部展覧会
3/29〜4/2［休］無し［内容］38 名の部員による個
人制作の展示に加え、会場に合わせて構成する共同
制作を発表。3/29 は、合唱部によるミニコンサート
を開催
木彫作品展
3/29〜4/2［休］無し［内容］11 人のグループ展。約
100 点
横浜市吉野町市民プラザ
☎243-9261 C-㉕
第 6 回光のフォトコンテスト写真展
3/1〜5［休］無し［内容］
「光のぷろむなぁど 2016」
の様子を収めたフォトコンテストの作品展
第 18 回南期会展
3/15〜20［休］無し［内容］横浜市立南高校美術部
OB を中心とする美術展。日本画・油絵・水彩・パス
テル・アクリル・陶芸・染色・パッチワーク等

横浜市民ギャラリー展覧会情報

ミニ工房メルヘン作品展
3/22〜26［休］無し［内容］パッチワークキルトベッ
ドカバー・タペストリー・ドールハウス・和のタペ
ストリー・人形等
江影会写真展
3/28〜4/3［休］無し［内容］課題作品と自由作品計
約 50 点。課題は「農」のある風景

横浜

や行

ギ ャ ラ リ ー

横浜市歴史博物館
☎912-7777 B-㉔
企画展「津々浦々 百千舟−江戸時代横浜の海運」
1/28〜3/20［休］月曜（祝日の場合は開館、翌日休館）
［内容］幕末の開港に先立つ江戸時代から横浜市域の
湊には多くの船が姿をあらわし、全国津々浦々と横浜
を結んでいた。本展では江戸時代の横浜をめぐる海
運・水運の具体的な様子を、和船模型・古写真・絵図・
絵巻物・浮世絵・古文書など数多くの資料から紹介
横浜髙島屋美術画廊
☎311-5111 A中村宗弘展
3/1〜7［休］無し［内容］日本画
望月集 作陶展
3/1〜7［休］無し
河村喜史 作陶展
3/8〜14［休］無し
石川時彦展
3/8〜14［休］無し［内容］彫刻
髙垣篤 作陶展
3/15〜21［休］無し
藤井蓮展
3/15〜21［休］無し［内容］平面
傘寿記念 四代西村徳泉 茶陶展 3/22〜28［休］無し
青晴会 日本画展 3/29〜4/4［休］無し
岸野承・寛展
3/29〜4/4［休］無し［内容］彫刻・陶芸
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A- b3
第 46 回墨泉社書作展 3/3〜7［休］無し
第 36 回面友会能面展 3/23〜28［休］無し
横浜美術館
☎221-0300 A- b2
横浜美術館コレクション展 2017 年度第 1 期
3/25〜6/25［休］木曜［内容］今年度のコレクショ
ン展第 1 期は、企画展「ファッションとアート 麗し
き東西交流」に先駆け、
「第 33 回全国都市緑化よこ
はまフェア『歴史と未来の横浜・花と緑の物語』
」の
開幕に合わせて、美術家たちの自然観を窺い知る、
花や緑をモチーフとした作品を中心に紹介する。企
画展と連動させた 19〜20 世紀の東西交流に関連す
る作品群も展示。また、写真展示室では、写真の芸術
性を確立しようとした「ピクトリアリズム（絵画主
義）
」の表現に焦点を当てる

め ぐ り

2017 年

3

月号

横浜市民ギャラリーの収蔵作品を毎月紹介します

大坂三千司《港の赤煉瓦倉庫》
1979 年／鉛筆、水彩、紙／ 31.7×47.0cm

ら行

●ホームページで作品解説をご覧いただけます

リーブギャラリー
☎253-7805 A- b3
Welcome 2017 吉田町展 2/27〜3/5［休］無し
第16 回ふくろうの世界展 3/6〜12［休］無し
サインスポット弥生アート展
3/27〜4/2［休］無し［内容］水彩・油彩・ガラス絵・
日本画

☎315-2828 A-b2 ※会期・時間等は事前にご確認ください

2/28〜3/6
燎の会展［3FA］
［主 催］燎 の 会［内 容］独 立 展 出 品 者 に よ る 100〜
130 号の平面作品。20 点
第 19 回神奈川書友展［3FB］
［主催］神奈川書友くらぶ［内容］漢字・かな・新和様・
写経等の書作品、大小約 90 点
美の精鋭たち 2017［B1F］
［主催］美の精鋭たち［内容］ジャンルにとらわれな
い抽象アートの意図を問いかける展覧会
3/3〜3/19
横浜市民ギャラリーコレクション展 2017
季節をめぐる［2F/1F］
［主催］横浜市民ギャラリー［内容］およそ 1,300 点
の収蔵作品の中より、春夏秋冬を描いたもの、また
各季節を感じさせる作品を紹介。
油彩・日本画・版画・
写真・素描・漫画等

横浜には150あまりの画廊、展示施設があるのをご存知ですか ?

3/7〜3/13
第 34 回神奈川県写真作家協会展［3FA］
「未来への伝言」
［主催］神奈川県写真作家協会［内容］
をテーマにした会員の写真作品
みずゑ春季展［3FB］
［主催］爽蒼美術協会［内容］委員、会員による水彩・
パステル画。10〜20 号、約 40 点

ギャラリー

街角にたたずむ個性的な画廊をハマの風に吹かれながら散歩するって
素敵じゃありませんか。
「横浜画廊散歩」は、情報をいただける市内の画廊の毎月の展覧会ス
ケジュールをご案内する情報誌です。

3/14〜3/19
彩の会・風景画展［3F］
［主催］彩の会［内容］水彩・油彩・日本画 10〜30 号。
約 60 名による 130 点

（市民ギャラリーの情報誌、年 3 回発行）
「ヨコハマ・ギャラ
「アートヨコハマ」

リー・マップ 2016.7 〜2017.6 版」とあわせてご活用ください。

3/22〜3/27
第 65 回書作展［3F/2F/1F/B1F］
会員及び公募による展覧会
［内容］
横浜書作協会
［主催］

3/28〜4/3
第 5回横浜開港アンデパンダン展［3F/2F/1F/B1F］
［主催］横浜開港アンデパンダン展実行委員会［内容］
無審査、無褒賞、自主独立の市民アート。伊勢山会場
も同時開催

（掲載されている展覧会情報は 2017 年1 月15 日現在のものです。
）

編集・発行：横浜市民ギャラリー（公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団／西田装美株式会社 共同事業体）
〒220-0031 横浜市西区宮崎町 26 番地 1
TEL: 045-315-2828 ／ FAX: 045-315-3033 ／ URL: http://ycag.yafjp.org/

デザイン：ふじたおさむ

ホームページでも情報公開 !

http://ycag.yafjp.org/

・本誌発行後に内容に変更が生じる場合があります。 各展覧会については開催施設にお問合せください。
・各施設の電話番号右横の番号は、横浜市民ギャラリー発行「ヨコハマ・ギャラリー・マップ 2016.7〜2017.6 版」と連動しています。

1〜3月は写真展をクローズアップしてご紹介します。ぜひお出かけください。
★この欄と同色のものが写真展です。

開催中
横浜をもっと楽しむ写真の国際イベント「フォト・ヨコハマ2017（1〜3 月）」

あ行
Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）

☎664-3907 A-① b5

春の妖精展
3/4〜10［休］3/7［内容］水彩。春の到来を喜ぶ妖
精たちを 3 名の作家がのびのびと表現
クロッキーの魅力
3/4〜10［休］3/7［内容］クロッキーは短時間で物
や人体の特性をつかむ絵の練習方法。心が揺れたそ
の一瞬の表情を、紙の上に描き出された作品
シゲキ☆ハジケ展
3/11〜17［休］3/14［内容］5 人の作家が思い描く
“シゲキ” を作品でハジケさせる
すみれみす 個展『ドロッとぴんく展』
3/11〜17［休］3/14［内容］個展コンセプト「ぬれ
る・ぬらす」をテーマに、自由に連想した作品群でマ
イワールドを展開
Createrminal Exhibition『Be yourself.』
3/18〜24［休］3/21［内容］作家がそれぞれの「ら
しさ」を表現。ジャンルを越えて感性が飛び交う刺
激的な空間
ゆきな 個展『ユメモノガタリ』
3/18〜24［休］3/21［内容］イラスト。スイーツと
花びらと星空をテーマにした物語のような世界
Wakana. N / いなみ二人展『幻影郷』
3/18〜24［休］3/21［内容］Wakana.N は、ペン画・
点描画のイラストレーター。いなみは、架空の世界
に住む人々や生き物を主に描く
不達景 個展『台湾から届いた贈り物』
3/18〜24［休］3/21［内容］台湾で人気のイラスト
レーターの日本での初個展
かおかお企画『♥レトロゲームタウン♥』
3/25〜4/7［休］3/28［内容］イラスト・ハンドメイ
ド作品・アクセサリー・オリジナルグッズ等。
ＭＳＸ、
ファミコン、ディスクシステム、ゲームボーイ等の
レトロゲームの世界を感じる作品
art gallery, on the wind
☎251-6937 A-③ c3
あしおと展 〜 女子美春展（有志）2017
3/18〜26［休］3/20〜24［内 容］女 子 美 術 大 学 大
学院で共に日本画を学ぶ６人の展覧会。歩みのおと
が聞こえてくるような・・をテーマに、日本画の岩絵
具・技法を使って表現
Art Gallery 山手
☎628-0267 A-④ b5
第 8 回猫・ねこ写真展 PART2
2/23〜3/5［休］無し［内容］出展者：大塚義孝・大
森裕・勝見里奈・楞野明弘・Kiyochan・齋藤達也・
星野俊光・矢部一樹
片野正裕 写真展「島旅」
3/16〜21［休］無し［内容］日本の島々で撮影した
自然や祭り等。約 20 点

第 4 回村田浩明 個展「色えんぴつと僕の世界」
3/29〜4/3［休］無し［内容］色鉛筆画
art Truth
☎263-8663 A-⑥ b5
東川和正 作陶展
3/2〜12［休］火曜［内容］酒器・花器等約 70 点
夢我克 個展
3/16〜26［休］火曜［内容］油彩とオイルパステル
によるファンタスティックな世界
中島尚子 版画展
3/29〜4/3［休］無し［内容］木口木版の作品
1010 美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑪ b4
姚小全 個展−Kanji in Line−
2/25〜3/12［休］水曜［内容］書

千田高詩 × 都守太朗 × 朝比奈賢「ここでも始まる
クリケーション？」
3/27〜4/8［休］水曜［内容］平面
エリスマン邸
☎211-1101 A-⑭ b5

陶芸展
3/3〜7［休］無し
テーブルスタイリングがある暮らし展
3/19・20［休］無し
絵本展
3/23〜28［休］無し
大佛次郎記念館
☎622-5002 A-⑮ b5
平成 28 年度大佛次郎記念館テーマ展示Ⅲ ロマン・
ロラン生誕 150 周年記念「大佛次郎のフランス」
11/17〜3/12［休］月曜 ( 祝休日の場合は翌日 ［
) 内
容］ロマン・ロラン (1866-1944) は、大佛次郎が高
等学校以来傾倒し、熱心に読んだフランスの作家で
ある。大佛の目に映ったフランスの印象をたどり、
「大佛次郎の愛したフランス」にせまる

か行
神奈川近代文学館
☎622-6666 A-⑯ b5
企画展・収蔵コレクション展 16「全身小説家・井上
光晴展」
1/28〜3/20［休］月曜 (3/20 は開館 ［
) 内容］井上光
晴（1926-1992）は、福岡県の久留米生まれ。戦時
下の純心な皇国少年から、敗戦後の日本共産党への
入党を経て作家活動に入った。以後虚実を巧みに織
りまぜた独自の作品世界を築き、社会、時代の暗部
に鋭く斬り込んだ小説を数多く執筆した。癌に倒れ
た最期の瞬間まで小説家であり続けようとしたその
作家人生は、生き方全てが小説を書くことと一体化
していた。本展では、遺族から寄贈された収蔵コレ
クションを中心に、全身小説家・井上光晴の生涯と
作品を紹介する
特別展「生誕 150 年 正岡子規展−病牀六尺の宇宙」
3/25〜5/21［休］月 曜 (5/1 は 開 館 ［
) 内 容］わ ず か
35 年に満たない生涯のなかで、俳句、短歌の革新運
動を推し進め、写生文を提唱するなど、多岐にわたる
ジャンルで新時代の表現を追究した正岡子規（1867
-1902）
。本展はその文学と生涯を振り返るととも
に、親友の夏目漱石をはじめ、子規に惹かれて集まっ
た多くの文学者との交流や、最期まで生きることを
楽しもうとした＜人間・子規＞の姿を紹介する
神奈川県立金沢文庫
☎701-9069 C-⑤
特別展 愛された金沢八景−楠山永雄コレクション
の全貌−
2/10〜4/23［休］月曜 (3/20 は開館 )、3/21［内容］
故・楠山永雄氏のコレクションが金沢文庫に寄贈さ
れることを記念し、その全貌を紹介。江戸時代から
昭和にかけての金沢八景や金沢周辺の姿をたどる
特別公開 本多錦吉郎の幻の水彩画
2/10〜4/23［休］月曜 (3/20 は開館 )、3/21［内容］
昨年、金沢文庫で所蔵していることが明らかとなっ
た、日本画の先覚者・本多錦吉郎の作品を公開
神奈川県立地球市民かながわプラザ
☎896-2121 C-⑥
企画展 Caohagan−世界で一番暮らしたい「しあ
わせの島」
1/28〜3/20［休］月 曜（3/20 は 開 館）
［内 容］フ ィ
リピン・カオハガン島をテーマにした企画展。写真
家・熊切圭介が撮影した写真約 60 点、島民のカオハ
ガン・キルト約 30 点を展示。島を購入した日本人・
崎山克彦が島民と歩んできた 25 年間、現在の暮ら
しと課題、そして未来への展望を合わせて紹介する
県民が見た世界遺産写真展
2/4〜3/26［休］月曜（月曜が祝日の場合は開館）
［内
容］2016 年度実施の写真コンテスト応募作品から、
神奈川県民が国内外で撮影した世界遺産の作品を、
「世界遺産と川柳」
「世界遺産と人間」のテーマのも
と、展示する

カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 B-①
堂本ひまり 写真展「ラムネ時間」
2/1〜3/5［休］月曜、火曜［内容］炭酸水のように、
すぐに消えていってしまうような、ささやかな時間
を切り撮った写真（フォト・ヨコハマ 2017 参加）
ヒロ・トミザワ 水彩展
3/8〜15［休］無し［内容］ヨーロッパを旅し、心に
残る小さな風景を描く。ガラス絵を中心に展示
佐藤朋子スペインタイル教室 作品展
3/23〜26［休］無し
ギャラリー KAN
☎641-4751 A-㉘ c4
江戸ちりめんの押し絵展
2/21〜3/5［休］2/27［内容］羽子板・くま手・お雛
様・額に入った作品。江戸の末期から明治の初期の
ちりめんを使用。約 40 点
甦る古布「田中みち子展」
3/22〜25［休］無し［内容］ドロ大島の着物地で作
る洋服・バッグ・小物等 80 点
ギャラリー伽羅
☎842-1428 C-⑦
手作りきゃら SHOP
2/28〜4/1［休］日曜、月曜［内容］着物リフォーム
服・バッグ・スカーフ・ブローチ・編みぐるみ・アク
セサリー・着物地はぎれ等
ギャラリーこやま
☎545-1105 B-⑦
水彩画展
3/2〜8［休］無し［内容］竹辺 孝・吉永孝夫・与田美
智子・大坂忠治他。静物・風景・人物等約 22 点
七宝の仲間展
3/12〜18［休］無し［内容］島崎まり・清水早苗らに
よる七宝絵、アクセサリー等
ギャラリーダダ
☎461-1533 A-㉜
玉神輝美 2017 春 横浜新作展
3/1〜7［休］無し［内容］水彩。本の原画やファンタ
ジック・フォトグラフィー
中島智子・石川美恵子 二人展
3/1〜7［休］無し［内容］ポーセリンアート・ガラス
絵・水彩等
ペンの響き・青木浩 作品展
3/8〜14［休］無し［内容］付けペンが描き、掻き分
け、弾けて、限りなく広がる世界を追求
廣田栄一 水彩画展
3/15〜21［休］無し［内容］ヨーロッパ中世の街並・
日本の情緒ある風景
本田和矩 油絵展
3/15〜21［休］無し［内容］風景画
浜野四郎 水彩画展
3/22〜28［休］無し［内容］歴史ある街角の風景
松下洋子 作品展
3/22〜28［休］無し［内容］いやされるワンちゃん、
猫ちゃんの水彩
平澤薫 水彩画展
3/29〜4/4［休］無し［内容］光と風を感じる 四季
折々の風景
山本文子・純子 二人展
3/29〜4/4［休］無し［内容］書と画
gallery fu
☎070-6429-8597 A-㊲ c5

Living に飾りたい 1 枚の絵展
2/10〜3/5［休］月曜［内容］心が安らぐ 1 枚、ウキ
ウキする 1 枚、パワーをもらえる 1 枚、いつも一緒
にいたい 1 枚を探してください
齋藤杏奈 個展「ノスタルジア 2 月と人獣」
3/11〜19［休］月曜［内容］福島市出身アーティスト
の昨年に続く「ノスタルジア」第二弾。広い視野から
「ノスタルジア」を捉え、科学や技術の進歩だけでは
照らすことのできない人間の深層に迫る

コヤマ大輔 個展
3/13〜19［休］無し［内容］日本画・水彩
藤茂芳枝 個展
3/27〜4/2［休］無し［内容］油彩
ギャラリー Lei OHANA
☎941-6169 B-⑪
selﬁsh 展
3/10〜12
［休］
無し
［内容］
イラスト・インスタレーション
ギャルリーパリ
☎664-3917 A-㊶ b4
下向惠子展
3/13〜18［休］無し［内容］絵画
早川剛展
3/20〜31［休］日曜［内容］絵画

な行

《daichisouzou》182cm×273cm

クロス・パティオ 緑のギャラリー ☎223-2621 A-㊺ a2
プティパリ カントリーコレクション
3/9〜12
［休］
無し
［内容］
キルト・テディーベアー・デコイ
しのの会
3/23〜27［休］無し［内容］デザイン画・織物・水彩・
写真・パステル画等
森の音楽会展 Ⅳ
3/30〜4/5［休］無し［内容］間伐材で作った、演奏
者や遊んでいる子供たちの人形

さ行
三溪園
☎621-0635 C-⑩
開園 110 周年記念企画展「会所−三溪園の建物と花
−エバレット・ブラウン湿板光画展」
12/20〜3/12［休］無し［内容］湿板という古い撮
影技法で日本の風景を写し出すブラウン氏。いけば
なを設えた三溪園の建物をテーマとした写真展
所蔵品展
1/27〜3/7［休］無し［内容］早春をテーマに三溪自
筆の書画や三溪が支援した近代作家の絵画等を展示
俳句展
3/16~5/24［休］無し［内容］投句箱に寄せられた
中から優秀作品を画とともに紹介
そごう美術館
☎465-5515 A絵画の潮流展 明治から昭和の日本画と洋画 エール
蔵王島川記念館所蔵 秘蔵の名品
3/4〜4/9［休］無し
［内容］エール蔵王島川記念館は、
仙台の実業家島川隆哉氏がコレクションした横山大観
「霊峰不二」をはじめ、日本画・洋画・工芸品等を収蔵す
る。近代日本画家達の厳選された作品約60点を紹介

た行
鶴見画廊
☎584-7208 B-⑮
3B 展
3/3〜11［休］3/7［内容］日本画3人展。池田美弥子・
越畑喜代美・麒麟
石井行展
3/17〜23［休］無し［内容］アクリル画・油彩
東急百貨店たまプラーザ店 4 階アートサロン
☎903-2441

久木朋子 木版画展
2/23〜3/1［休］無し［内容］手刷りで版を重ねて、
1 枚の作品を作り上げる多色刷り木版画。新作を含
む約 30 点
木下めいこ 日本画展
3/2〜8［休］無し［内容］従来の日本画の枠を超えた
自由な発想で創作する作品

《幻獣の詩》2017 年／キャンバス、油彩

ギャラリーミロ
☎251-5229 A-㊳ c3
Welcome 吉田町展
2/27〜3/5［休］無し［内容］恒例の吉田町三画廊に
よる共同展。油彩・水彩等

千々岩修 日本画展
3/9〜15［休］無し［内容］大地から生み出された岩
絵の具に魅せられ、常に新しい表現を追及し続ける
作家の作品
阪井茂治 作陶展 〜華麗なる現代の鍋島〜
3/16〜22［休］無し［内容］江戸時代に幕府への献
上品として佐賀・鍋島藩の藩窯で作られた高級磁器・
鍋島焼の制作工程を一人で手掛け、熟練の技で現代
の鍋島焼を制作し続ける作家の作品
明石恵 絵画展 〜GRADUATION〜
3/23〜29［休］無し［内容］同性から見た「女子」の
可愛らしさや溢れる生命の輝きを描いた作品。新作
を含む約 30 点

木下めいこ《peafowl》
（部分）／日本画

爾麗美術
☎222-4018 A- b4
横山和江 写真展
2/18〜3/5
［休］
3/1
［内容］
横浜中華街の人々。
フォト・
ヨコハマ2017 パートナーイベント参加
矢野信夫 写真展
3/11〜26
［休］3/15、
22［内容］Trace of evidences
−証拠の追跡シリーズより。フォト・ヨコハマ2017
パートナーイベント参加

は行
f.e.i art gallery
☎325-0081 A田尾憲司 ドローイング展
2/13〜3/3［休］土曜、日曜、祝日［内容］岩絵具と金
属泥や箔を使い、動植物をモチーフに古い水墨画の
風合いを表現する作家のドローイングと本画を展示
FEI ART MUSEUM YOKOHAMA
☎411-5031

A-

寺園聖市 寺園大誠 ヨフクロ展〜営みの澱〜
3/2〜16［休］月曜［内容］人物画・時の流れをテー
マとした彫刻
STONE−表現の原石−
3/21〜4/2［休］月曜［内容］石を使用した、もしく
は石を発想の根源とした彫刻。4 作家のグループ展

石川直也《EMERALD MOUNTAIN》
2016 年／大理石、油彩

FUJIMURA CONTEMPORARY ART.

☎641-3070 A-

b5

錆色の森 −Yui−
3/1〜26［休］3/6、7、13、14、21、22［内 容］横 浜 で
初となるYuiの新シリーズを発表。銅版画。原版も展示

ま行
みつい画廊
☎261-3321（ハヤカワ画材店） A- c3
Welcome 吉田町展
2/27〜3/5［休］無 し［内 容］油 彩・水 彩 等。ギ ャ ラ
リーミロ、リーブギャラリー、みつい画廊の合同展
第 57 回梅香会展
3/6〜12［休］無し［内容］油彩・水彩・アクリル画
等約 60 点
第 10 回三禄会展
3/13〜19［休］無し［内容］絵画・陶芸等
中村綾子展
3/20〜26［休］無し［内容］油彩。人物・風景・静物
等約 45 点
宮口一良展と諸先生並びに親しき画友の部屋
3/27〜4/2［休］無し［内容］水彩等約 50 点
みなとみらいギャラリー
☎682-2010 A- a2
第 16 回フォトクラブ・アルクメデス展
2/28〜3/6［休］無し［内容］写真
クレイフラワー（ねんどの花）
＆ポーセリンペイン
ティング ユキ・フルール グループ展
3/1〜5［休］無し［内容］ねんどの花と白磁に絵付け
したポーセリンペインティング作品

グループ遊展
3/7〜13［休］無し［内容］絵画
第 6 回郁彩会展
3/8〜13［休］無し［内容］絵画
ミクロコスモス版画展 vol.7
3/14〜20［休］無し［内容］銅版画
第 40 回吉岡絵画教室展
3/14〜20［休］無し［内容］絵画
第 15 回なちゃフォト写真展
3/18〜20［休］無し
みはし P 会 第 11 回写真展
3/21〜27［休］無し
心の彩（さい）vol.17
3/22〜26［休］無し［内容］絵画・書道等
デジタル書作家協会 東日本展「温」
3/28〜4/2［休］無し［内容］デジタル書道
シャドウボックス・ラ・マーニ作品展
3/29〜4/3［休］無し［内容］シャドウボックス作品
東京都市大学 写真部「春展」
3/29〜4/2［休］無し

や行
山手 234 番館
☎625-9393 A- b5
第 5 回 T - GRACE 写真展
3/2〜7［休］無し
ねこのミューちゃんとシシィちゃんⅡ
3/9〜14［休］無し［内容］イラスト
渡邊萌創作人形教室 生徒作品発表会
3/16〜21［休］無し
第 17 回写真撮り方教室 卒業展あゆみ
3/23〜28［休］無し
パナソニック電工松寿会「水彩画展」
3/30〜4/4［休］無し
横浜赤レンガ倉庫 1 号館
☎211-1515 A- a3
平成 28 年度横浜美術大学卒業制作選抜展
3/9〜14［休］無し
横浜開港資料館
☎201-2100 A- b4
横浜開港資料館開館 35 周年記念 時を超えて・ハマ
の史跡の物語
2/1〜4/23［休］月 曜 (3/20 は 開 館 )、3/21［内 容］
昭和初頭、横浜市が郷土史家の協力を得て初めて史
跡の選定を行なった。本展示では、横浜市の史跡選
定の歴史を、当館が所蔵する郷土史家関係資料を中
心にたどる
横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場
☎771-1212 C-⑰
YOKOHAMA 星団写真展
3/8〜13［休］無し［内容］共同個展
第 8 回木曜油彩会展
3/22〜28［休］無し［内容］杉田地区センターで活動
する絵画サークルの会員14 人の油彩・水彩約50点
横浜市磯子区民ホールギャラリー
☎750-2393 C-⑱
浜彫面友会
2/24〜3/1［休］無し［内容］彫刻
磯子区
3/3〜8［休］無し［内容］折り紙
野ぶどうの会＆野いちごの会
3/10〜15［休］無し［内容］ちぎり絵
はがき絵サークル
3/17〜22［休］無し［内容］絵手紙
いそかぜ書道会
3/24〜29［休］無し［内容］書
横浜市岩間市民プラザ
☎337-0011 C-⑲
第 7 回いちいち会「どげしちょなーね展」
3/23〜26［休］無し［内容］島根県松江市第四中学
校昭和 33 年卒業生作品展。絵画・写真・書・陶芸等
横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

☎511-5711 B-㉑
浮世絵展
3/1〜13［休］無し［内容］江戸時代より続く伝統工
芸士による復刻版浮世絵展覧会
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ
☎866-2501 C-㉓
さくらプラザ アートバザール 2017
3/3〜5［休］無し［内容］各団体による絵画、手工芸
等の展示・体験・作品販売

